
小学1年生男子
レース№ 氏名 学校名

101 関口　愛斗 厚木市立南毛利小学校
102 篠原　新史 横須賀市立津久井小学校
103 高木　耀平 下呂市立金山小学校
104 川野　碧己 西東京市立保谷第一小学校
105 岩谷　優汰 狭山市立入間川小学校
106 井上　祐里 横浜国立大学附属鎌倉小学校
107 市村　竜樹 草加市立氷川小学校
108 杉沢　星也 東京学芸大学附属小金井小学校
109 竹内　駿太 練馬区立豊渓小学校
110 長内　陽音 横須賀市立大津小学校
111 加藤　駿拓 府中市立日新小学校
112 吉﨑　優 川崎市立稲田小学校
113 鈴木　一生 東京学芸大学附属小金井小学校
114 新名　将也 青山学院初等部
115 酒寄　風樹 多摩市立大松台小学校
116 岸本　琉生弥 川越市立大東西小学校
117 松居　智規 岡崎市立羽根小学校
118 浜　魁人 横浜市立新橋小学校

小学1年生女子
レース№ 氏名 学校名

151 堤　愛理
152 安田　成美 那覇市立さつき小学校
153 大海　茉那 狭山市立水富小学校
154 松浦　茉生 日立市立日高小学校
155 森本　学芳 二宮町立一色小学校
156 清水　渚 横浜市立南舞岡小学校

小学2年生男子
レース№ 氏名 学校名

201 望月　満帆 甲府市立琢美小学校
202 古山　青 西東京市立上向台小学校
203 中島　大海 高崎市立南小学校
204 山内　渓太 可児市立今渡北小学校
205 大原　将世 本埜村立滝野小学校
206 竹内　優 杉並区立浜田山小学校
207 山田　雄大 川越市立大塚小学校
208 東　耀太 目黒区立八雲小学校
209 大村　宙士 所沢市立所沢小学校
210 岡崎　駿 入間市立東金子小学校
211 向井　竜之介 所沢市立所沢小学校
212 鈴木　啓生 名古屋市立砂田橋小学校
213 辻田　洸希 世田谷区立経堂小学校
214 渡辺　敦気 蓮田市立蓮田南小学校
215 京極　元紀 横浜市立東台小学校
216 増岡　忠洋 私立慶應義塾幼稚舎
217 Madden　Partin 横田基地小学校
218 良塚　元基 私立慶應義塾幼稚舎
219 佐々木　拓海 市川市立菅野小学校
220 木綿　渡来 柏市立大津ヶ丘第二小学校
221 中尾　穣 世田谷区立経堂小学校
222 吉川　恭太郎 戸田市立新曽小学校
223 山本　峻輔 立川市立第一小学校
224 亀山　一輝 太田市立駒形小学校
225 松村　和哉 八王子市立由井第一小学校
226 美甘　一碧 足立区立五反野小学校
227 白井　翔 相模原市立夢の丘小学校
228 吉﨑　謙 川崎市立稲田小学校
229 谷　駿 川崎市立平小学校
230 名原　茉柊 練馬区立石神井台小学校
231 柴冨　佑太 足立区立五反野小学校
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232 住友　翼 横浜市立都岡小学校

小学2年生女子
レース№ 氏名 学校名

251 安松　青空 神栖市立横瀬小学校
252 奥富　春花 入間市立金子小学校
253 大澤　雛子 草加市立高砂小学校
254 尾崎　由芽 立川市立柏小学校
255 石津　里奈 連雀学園三鷹市立第六小学校
256 浅野　香那 入間市立豊岡小学校
257 柴　すずり 筑波大学附属小学校
258 佐藤　芽衣 八王子市立由井第三小学校
259 長藤　宏美 堺市立白鷺小学校
260 吉田　亜香音 八王子市立由井第三小学校
261 菅原　恵 宇都宮市立錦小学校

小学3年生男子
レース№ 氏名 学校名

301 鶴田　耕基 墨田区立隅田小学校
302 関口　沙輝斗 厚木市立南毛利小学校
303 野本　純平 稲城市立平尾小学校
304 野本　将平 稲城市立平尾小学校
305 武井　悠河 江東区立第三砂町小学校
306 石川　悠 豊島区立南池袋小学校
307 大野　日向 毛呂山町立泉野小学校
308 清水　大樹 横浜市立奈良小学校
309 木下　颯稀 所沢市立宮前小学校
310 井野　誠大 京都市立向島二の丸小学校
311 高橋　海 東久留米市立南町小学校
312 コードレイ　海 シャーリーランハム小学校
313 富永　樹 横浜市立さつきが丘小学校
314 野村　勇斗 所沢市立宮前小学校
315 座間　謙太 川越市立大東西小学校
316 小泉　彰常 加須市立礼羽小学校
317 槇　海翔 小金井市立本町小学校
318 美並　優希 沖縄市立美原小学校
319 横木　凛斗 横浜市立さつきが丘小学校
320 森谷　龍之介 さいたま市立原山小学校
321 樋口　億 渋谷区立代々木小学校
322 宮田　治賢 横浜市立さつきが丘小学校
323 鈴木　颯太 愛川町立菅原小学校
324 宮下　和典 立川市立第九小学校
325 坂本　快斗 立川市立第七小学校
326 市村　朋樹 草加市立氷川小学校
327 今井　伸之輔 千葉市立小中台小学校
328 梅澤　爽詩 愛川町立菅原小学校
329 石田　鷹人 西東京市立向台小学校
330 坂入　光希 取手市立戸頭東小学校
331 加藤　寿唯 足立区立東渕江小学校
332 古山　航 柏市立柏第四小学校
333 中川　祐希 三好町立三好丘小学校
334 松岡　勇樹 慶應義塾幼稚舎
335 高橋　慶悟 所沢市立宮前小学校
336 太宰　拳也 所沢市立林小学校
337 前田　大地 三郷市立彦郷小学校
338 赤江橋　航 名古屋市立太子小学校
339 森　祐貴 川崎市立平小学校
340 須藤　侑雅 府中市立日新小学校
341 山内　滉太 守谷市立高野小学校
342 吉田　健太郎 北区立王子小学校
343 宮崎　鴻 板橋区立向原小学校
344 中野　陽太 八王子市立由木中央小学校
345 森田　彩 新座市立新堀小学校
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346 輿石　蓮 横浜市立本町小学校
347 生田　智義 横浜市立本町小学校
348 八城　寛武 品川区立日野学園小学校

小学3年生女子
レース№ 氏名 学校名

351 小池　優媛 取手市立白山小学校
352 中村　莉央菜 狭山市立水富小学校
353 福島　麻里 横浜市立永野小学校
354 佐々木　菜摘 亀岡市立南つつじヶ丘小学校
355 酒井　美有 豊明市立栄小学校
356 吉住　茜 台東区立大正小学校
357 奥田　みう 神栖市立須田小学校
358 佐藤　あゆみ 松戸市立六実第三小学校
359 飯塚　唯 佐野市立植野小学校
360 新比叡　真紀 多摩市立大松台小学校
361 竹田　千夏 立川市立立川第十小学校
362 良塚　由花 私立聖ドミニコ学園小学校
363 山口　奏子 横浜市立西寺尾小学校
364 藤田　優子 富山市立山田小学校
365 山川　真凛 中野区立新井小学校
366 深谷　珠希 宇都宮市立戸祭小学校
367 森本　果芳 二宮町立一色小学校
368 小野　可南子 さいたま市立向小学校
369 三尾　ゆかり さいたま市立向小学校
370 武藤　瑞佳 私立成蹊小学校
371 江藤　陽菜 府中市立府中第六小学校
372 篠原　凪沙 横須賀市立津久井小学校
373 千葉　明日香 東久留米市立南町小学校
374 山崎　みすず 相模原市立鶴の台小学校
375 西垣　怜奈 守口市立守口小学校
376 西垣　亜美 守口市立守口小学校
377 岡本　菜緒 横浜市立本町小学校

小学4年生男子
レース№ 氏名 学校名

401 青木　威澄 大阪市立粉浜小学校
402 岩本　星哉 横浜市立上白根小学校
403 亀谷　昌慈 可児市立南帷子小学校
404 西木　大成 川越市立中央小学校
405 中川　恵太 世田谷区立砧南小学校
406 岡村　太路 横浜市立滝頭小学校
407 大友　南津 川口市立元郷小学校
408 大澤　公貴 草加市立高砂小学校
409 大原　聡一郎 本埜村立滝野小学校
410 横島　公平 宇都宮市立戸祭小学校
411 石川　淳 豊島区立南池袋小学校
412 浅野　泰地 入間市立豊岡小学校
413 藤井　恭平 東村山市立久米川東小学校
414 梶　真暢 墨田区立柳島小学校
415 川野　太雅 西東京市立保谷第一小学校
416 水野　泉之介 豊田市立挙母小学校
417 内田　治希 目黒区立大岡山小学校
418 置田　圭一朗 川越市立古谷小学校
419 各川　豪紀 日野市立日野第四小学校
420 天野　隼 取手市立白山小学校
421 齋藤　瑠星 相模原市立夢の丘小学校
422 歌田　貴一 千葉市立磯辺第一小学校
423 木綿　速人 柏市立大津ヶ丘第二小学校
424 加後　賢太郎 京都市立金閣小学校
425 浦上　翔太 千歳市立向陽台小学校
426 山本　滉也 立川市立第一小学校
427 今橋　祐一郎 中野区立谷戸小学校
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428 飯盛　聖馬 中野区立桃花小学校
429 横内　龍也 宮代町立笠原小学校
430 川嶋　祐輔 四日市市立笹川西小学校
431 石渡　悠人 豊島区立駒込小学校
432 広瀬　祐大 富山市立八尾小学校
433 新名　亮太 青山学院初等部
434 春日　響貴 浦安市立南小学校
435 山﨑　向陽 豊田市立美山小学校
436 川村　隆之 所沢市立並木小学校

小学4年生女子
レース№ 氏名 学校名

451 濱西　七海 狭山市立堀兼小学校
452 河原　里紗 諏訪市立城北小学校
453 松居　智咲 岡崎市立羽根小学校
454 奥田　さわ 神栖市立須田小学校
455 中島　咲紀 船橋市立葛飾小学校
456 齋藤　ゆきほ 大田区立梅田小学校
457 白男川　真衣 八王子市立由井第一小学校
458 加々美　奈央 久喜市立江面第一小学校
459 瀬賀　楓佳 大阪市立墨江小学校
460 木村　幸 今治市立波方小学校
461 山田　麻椰 東村山市立青葉小学校
462 久保木　菜緒 中野区立桃花小学校
463 高橋　ひな 姫路市立荒川小学校
464 Samantha　Arnold 横田基地小学校
465 杉原　有紀 大津市立南郷小学校
466 竹澤　優香 さいたま市立本太小学校
467 関　彩花 利根町立文小学校
468 稲葉　さくら 立山町立高野小学校
469 今橋　日菜子 中野区立谷戸小学校
470 月岡　悠香 佐久市立岸野小学校
471 櫻井　瑞季 成城学園初等学校
472 稲田　真子
473 鴨下　桃加 江戸川区立小松川第二小学校

小学5年生
レース№ 氏名 学校名

501 吉田　秀平 貝塚市立二色小学校
502 安松　青葉 神栖市立横瀬小学校
503 佐々木　政史 亀岡市立南つつじヶ丘小学校
504 平出　翔太 茅野市立宮川小学校
505 山本　侑璃 大津市立大石小学校
506 山内　裕太 可児市立今渡北小学校
507 高木　直也 下呂市立金山小学校
508 菅沼　健太 加古川市立平岡小学校
509 仲尾　俊祐 亀岡市立詳徳小学校
510 大槻　大地 相模原市立大野北小学校
511 安田　一平 那覇市立さつき小学校
512 佐藤　光 松戸市立六実第三小学校
513 砂川　孟生 宮古島市立南小学校
514 大海　昭太 狭山市立水富小学校
515 雜賀　健太 三好町立三好北部小学校
516 新城　紘大 三鷹市立第一小学校
517 宮本　暉平 港区立青南小学校
518 赤荻　麗央 小山市立羽川小学校
519 高田　優輝 港区立青南小学校
520 足立　光駿 港区立青南小学校
521 山口　修平 横浜市立西寺尾小学校
522 石田　就人 西東京市立向台小学校
523 永田　隆輝 港区立青南小学校
524 加藤　冴基 足立区東渕江小学校
525 野村　駿 三鷹市立大沢台小学校
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526 前田　泰良 三郷市立彦郷小学校
527 田口　大晟 さいたま市立中尾小学校
528 鈴木　颯人 鴻巣市立赤見台第二小学校
529 高源　佳希 稲城市立若葉台小学校
530 寺村　悠 三鷹市立井口小学校
531 藤原　佑太 さいたま市立大戸小学校
532 宮嵜　拓海 葛飾区立梅田小学校
533 奥川　海 国分寺市立第八小学校
534 斉藤　広樹 千葉市立大椎小学校
535 鶴岡　空也 国分寺市立第一小学校
536 笹　大介 愛川町立半原小学校

小学5年生女子
レース№ 氏名 学校名

551 寺崎　愛海 つくば市立島名小学校
552 平井　寿奈 三木市立自由が丘小学校
553 三浦　日和 横浜市立末吉小学校
554 中村　真奈美 狭山市立水富小学校
555 関　歩美 府中市立府中第八小学校
556 枝光　美奈 大川市立木室小学校
557 佐藤　柚香 八王子市立由井第三小学校
558 座間　里奈 川越市立大東西小学校
559 鈴木　彩生 名古屋市立砂田橋小学校
560 松浦　愛莉 日立市立日高小学校
561 今野　瑠菜 昭和小学校
562 松川　佳澄 日野市立滝合小学校
563 大本　里佳 京都市立西京極小学校
564 内山　真奈 西東京市立上向台小学校
565 儀間　光希 中城村立津覇小学校
566 中川　絵里奈 三好町立三好丘小学校
567 石田　真歩 刈谷市立小垣江小学校
568 大津　彩 川口市立並木小学校
569 川嶋　百香 四日市市立笹川西小学校
570 久保埜　南 千歳市立緑小学校
571 依光　ひなの 田園調布雙葉小学校
572 野口　美帆 さいたま市立田島小学校
573 亀谷　美帆 津市立一身田小学校

小学6年生男子
レース№ 氏名 学校名

601 仲子　大起 墨田区立曳舟小学校
602 尾崎　友秋 立川市立柏小学校
603 谷口　跳馬 豊明市立沓掛小学校
604 中島　潤 船橋市立葛飾小学校
605 孫崎　大樹 大阪狭山市立西小学校
606 塚野　優輝 上尾市立大石小学校
607 西村　隆太郎 江戸川区立大杉第二小学校
608 畠山　和将 立川市立立川第十小学校
609 仲間　亮介 那覇市立城北小学校
610 石岡　直留 久喜市立久喜東小学校
611 桑久保　将太 宇都宮市立清原中央小学校
612 浅見　健吾 川越市立福原小学校
613 岡村　宗一郎 宮代町立須賀小学校
614 田口　太一 富山市立八尾小学校
615 竹下　翔 平塚市立神田小学校
616 佐々　裕人 足立区立伊興小学校
617 梅村　秋典 朝霞市立朝霞第八小学校
618 小岩　和暉 久喜市立太田小学校
619 山川　裕斗 中野区立新井小学校
620 国見　篤 西宮市立高木小学校
621 大城　展 豊見城市立とよみ小学校
622 小泉　雄也 筑波大附属小学校
623 松田　慈永 国立市立国立第三小学校
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624 小野塚　久弥 青山学院初等部
625 坂巻　将圭 松伏町立金杉小学校
626 安倍　匡祐 さいたま市立中尾小学校
627 宮嵜　敬太郎 葛飾区立梅田小学校
628 西川　翔 高島市立高島小学校
629 ケリー　祥音 ｾﾝﾄﾒﾘｰｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
630 吉田　響平 八王子市立由井第三小学校
631 中野　大地 八王子市立由木中央小学校
632 西垣　佑馬 守口市立守口小学校
633 清水　海 横浜市立南舞岡小学校

小学6年生女子
レース№ 氏名 学校名

651 古山　ゆうみ 西東京市立上向台小学校
652 佐久間　美樹 横浜市立榎が丘小学校
653 平野　香緒里 千葉市立あすみが丘小学校
654 山口　未来 厚木市立毛利台小学校
655 相原　操 相模原市立桜台小学校
656 長井　瞳 川越市立上戸小学校
657 炭山　結花 大阪市立敷津浦小学校
658 Megan　Partin 横田基地小学校
659 America　Arnold 横田基地小学校
660 竹澤　梨花子 さいたま市立本太小学校
661 阿間見　眸 豊田市立飯野小学校
662 城所　里彩 岡崎市立矢作東小学校
663 長島　歩泉 啓明学園初等学校
664 廣瀬　彩乃 光塩女子学院初等科
665 矢ヶ部　茜 杉戸町立高野台小学校
666 栗本　理沙 府中市立第十小学校

親子リレー
レース№ チーム名 氏名

1 ＴＥＡＭ　ＨＫ 武田　京子
武田　倖太朗

2 P-man　Jr　エナジー 佐々木　政治
佐々木　菜摘
佐々木　政史

3 チームしゅんすけ 仲尾　博史
仲尾　俊祐
仲尾　万喜子

4 プラム73 水野　直紀
水野　泉之介
水野　なおみ

5 ゆきぽん 齋藤　雄一郎
齋藤　ゆきほ
齋藤　みゆき

6 キング 高橋　明彦
高橋　海

7 広瀬家 広瀬　俊
広瀬　優

8 チームＫ 置田　志朗
置田　美咲
置田　圭一朗

9 チームモカ 赤荻　雅一
赤荻　沙奈
赤荻　麗央

10 Team　168 鈴木　康人
鈴木　彩生

11 ヤミー・ファミリー 本山　郁文
本山　和音
本山　有美子

12 新比叡一家 新比叡　淳一
新比叡　真紀
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13 Pen　Pen　Dash 益山　公男
益山　喜気
益山　公壽

14 TWENTY　SIX 仲子　一起
仲子　美夏
仲子　大起

15 山﨑　誠 山﨑　誠
山﨑　彩乃
山﨑　司

16 ダッキー 只木　浩二
只木　航太

17 はやとうちゃん 木綿　正秋
木綿　速人

18 バチョフ 只木　一央
只木　大介

19 ベルウッド 鈴木　智幸
鈴木　香織
鈴木　颯人

20 新井チーム 新井　眞彦
新井　速人
新井　陽子

21 Team　Dazai 太宰　朗
太宰　静夏
太宰　由香里

22 トライＷＩＮＤ 山下　整
山下　実莉

23 Ｓ2 江口　深
江口　昇吾

24 ＴＫＨ８ 山﨑　聡
山﨑　明子
山﨑　向陽

25 チームみづき 塚田　真一
塚田　美月

26 アドバンス 間中　康裕
間中　麻衣
間中　耀裕

27 チームロミナ 小澤　豊隆
小澤　淳子
小澤　呂魅奈

28 寺村 寺村　笑子
寺村　健

29 ＴＥＡＭ　Ｙ’ｓ 吉岡　朋昭
吉岡　勇太
吉岡　憲子

30 チャレンジ 金野　哲也
金野　駿
金野　夕子

31 高杉 高杉　晋治
高杉　豪
高杉　亜希

32 OTAKE　HERO’S 大竹　邦幸
大竹　由美
大竹　夏生

33 チーム　リョウタロウ 千頭　弘幸
千頭　遼太郎
千頭　リエ子

中学1年生男子
レース№ 氏名 学校名

701 寺崎　拓海 茨城県立並木中等教育学校
702 望月　光樹 甲府市立東中学校
703 山田　大翔 取手市立取手第二中学校
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704 古山　大 西東京市立田無第四中学校
705 佐藤　智紀 久喜市立太東中学校
706 小池　優巴 取手市立取手第一中学校
707 河原　徹弥 諏訪市立上諏訪中学校
708 藤井　凌 東村山市立第二中学校
709 福島　諒平 吹田市立第一中学校
710 新城　雄大 三鷹市立第六中学校
711 狩野　幹夫 鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷中学校
712 坂入　勇希 取手市立戸頭中学校
713 高橋　裕司 小平市立小平第三中学校
714 稲井　勇仁 京都市立西院中学校
715 朝岡　駿 新島村立新島中学校
716 阿部　尚弥 福島市立福島第二中学校
717 深山　宏樹 富山市立八尾中学校
718 八幡　徹 三好町立三好中学校
719 広瀬　大芽 富山市立八尾中学校
720 芳野　凌也 横浜市立鶴見中学校
721 井灘　圭介 足立区立渕江中学校

中学1年生女子
レース№ 氏名 学校名

751 深沢　瑛里 湘南白百合学園中学校
752 木下　楓 台東区立浅草中学校
753 細田　愛未 入間市立豊岡中学校
754 松井　夏海 所沢市立三ヶ島中学校
755 松本　文佳 京都市立西院中学校
756 小原　すみれ 京都文教中学校
757 加後　美咲 京都市立衣笠中学校
758 吉村　優 取手市立永山中学校
759 浦上　彩菜 千歳市立向陽台中学校
760 松岡　瑞貴 三好町立北中学校
761 藤田　みず穂 調布市立第六中学校
762 清　美弥子 三木市立緑が丘中学校
763 鈴木　優里菜 鴻巣市立赤見台中学校
764 土井　彩華 三好町立北中学校
765 高源　あかり 稲城市立稲城第六中学校
766 岸本　新菜 川越市立大東西中学校
767 福田　真帆 さいたま市立植竹中学校
768 磯崎　有紀子 日本大学附属中学

中学2年生男子
レース№ 氏名 学校名

801 浅海　健太 横浜市立末吉中学校
802 佐久間　大樹 横浜市立青葉台中学校
803 生田目　颯 市立作新学院中等部
804 谷口　白羽 豊明市立沓掛中学校
805 中里　倫英 入間市立藤沢中学校
806 渡辺　達也 蓮田市立蓮田南中学校
807 只木　涼介 国立市立国立第二中学校
808 石田　悠人 西東京市立田無第四中学校
809 大本　鷹志 京都市立西京極中学校
810 渋谷　真一ジュニア 弘前大学教育学部附属中学校
811 千葉　義也 三好町立北中学校
812 丸茂　優斗 習志野市立第二中学校
813 酒寄　滉樹 多摩市立鶴牧中学校
814 城所　和磨 岡崎市立矢作中学校
815 安倍　匠祐 さいたま市立東浦和中学校

中学2年生女子
レース№ 氏名 学校名

851 三浦　桃子 横浜市立末吉中学校
852 山口　桃由 伊奈町立南中学校
853 岡田　伊代 志木市立志木中学校
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854 浅野　莉沙 入間市立豊岡中学校
855 孫崎　虹奈 大阪狭山市立第三中学校
856 木下　涼風 台東区立浅草中学校

中学3年生男子
レース№ 氏名 学校名

901 佐藤　拓弥 久喜市立太東中学校
902 石田　周明 堺市立原山台中学校
903 高橋　雄人 東久留米市立中央中学校
904 阿部　有希 福島市立福島第二中学校
905 村田　篤奎 白岡町立菁莪中学校
906 成田　元樹 東村山市立東村山第六中学校
907 山﨑　太陽 豊田市立逢妻中学校
908 Seamus　Bellew カナディアンアカデミー

中学3年生女子
レース№ 氏名 学校名

951 川添　美佳 墨田区立両国中学校
952 三浦　彩夏 横浜市立末吉中学校
953 宗像　彩乃 練馬区立大泉第二中学校
954 大岩　葵 岡崎市立葵中学校
955 松本　彩映 中標津町立中標津広陵中学校
956 近藤　紗代 名古屋市立原中学校
957 佐藤　志帆 会津若松市立若松第六中学校

高校1年生男子
レース№ 氏名 学校名

101 小林　嘉樹 茨城県立筑波上郷高校
102 小林　晃久 京都府立福知山高校
103 登坂　真道 県立松戸南高校
104 久保埜　勇貴 ウィザス高等学校
105 酒寄　優樹 明星学園高等学校
106 中村　亮太 明星高校
107 神谷　岳史 明星高校
108 大井　隆太郎 明星高校
109 小畑　凌太 北陸高等学校

高校1年生リレー
レース№ チーム名 学校名 氏名

110 日本学園1年生 日本学園高等学校 山崎　明博
日本学園1年生 日本学園高等学校 浜中　将徳
日本学園1年生 日本学園高等学校 木村　真尊

高校1年生女子
レース№ 氏名 学校名

151 知花　果林 豊見城南高等学校

高校2年生男子
レース№ 氏名 学校名

201 大岩　恭平 愛知県立岡崎北高校
202 伊東　幸太朗 宮城県立東北高校
203 椿　浩平 埼玉県立狭山ヶ丘高等学校
204 村上　貴洋 沖縄尚学高等学校
205 スウィセン　賢 慶應義塾高等学校
206 菊地　史弥 神奈川県立山北高等学校
207 中山　湧斗 明星高校
208 西内　健 明星高校
209 中尾　祥吾 明星高校
210 阿久津　将 明星高校
211 大川　徹晃 神奈川県立山北高等学校
212 住廣　隼人 神奈川県立山北高等学校
213 齊藤　拓己 北陸高等学校
214 坂井　翔 北陸高等学校
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215 高橋　賢人 北陸高等学校
216 山下　翔太 北陸高等学校
217 林　大河 日本学園高等学校
218 中島　雅人 日本学園高等学校
219 錦谷　未津樹 日本学園高等学校

高校2年生リレー
レース№ チーム名 学校名 氏名

220 日本学園2年Ａチーム 日本学園高等学校 後藤　慧
日本学園2年Ａチーム 日本学園高等学校 岩井　勝利
日本学園2年Ａチーム 日本学園高等学校 安藤　嘉朗

221 日本学園2年Ｂチーム 日本学園高等学校 土田　航平
日本学園2年Ｂチーム 日本学園高等学校 三浦　浩和
日本学園2年Ｂチーム 日本学園高等学校 桑原　崇

高校2年生女子
レース№ 氏名 学校名

251 荒井　咲香 宮城県立東北高校
252 高橋　奈々子 宮城県立東北高校
253 高久　沙織 栃木県立宇都宮北高等学校
254 大窪　真由子 横浜市立南高等学校
255 木野　由加利 明星高校
256 玉城　玲奈 明星高校
257 高橋　侑子 桐朋女子高等学校

高校3年生男子
レース№ 氏名 学校名

301 小峰　遼介 慶応義塾高等学校
302 松浦　亮輝 都立中野特別支援学校
303 大谷　真史 大阪府立工業高等専門学校
304 中澤　元 横浜商科大学高等学校
305 小森　庸平 慶応義塾高等学校
306 若生　卓也 宮城県立東北高校
307 三上　宗太郎 宮城県立東北高校
308 佐藤　壮 宮城県立東北高校
309 井上　豊裕 慶応義塾高等学校
310 吉田　隆介 青稜高校
311 久保埜　一輝 北海道立恵庭南高等学校
312 岡野　亮介 明星高校
313 原　聖也 明星高校
314 川田　亮助 明星高校
315 後藤　秀一朗 明星高校
316 勝股　浩平 愛知県立旭野高等学校

高校3年生女子
レース№ 氏名 学校名

351 登坂　美南 千葉県立船橋法典高校
352 坂本　春菜 明星高校
353 山下　瑠依 明星高校
354 富田　光 仁愛女子高等学校
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